
令和３年度第３回滝沢市教育委員会議定例会議事日程  

 

 

令和３年６月２８日（月）  

１４時３０分～１５時３０分  

滝沢市役所 ４階 中会議室  

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について  

 

日程第２  会期の決定について  

 

日程第３  教育長事務報告  

 

日程第４  議案第１号 滝沢市いじめ防止等対策協議会委員の委嘱に関し議決を求める

ことについて  

 

日程第５  議案第２号 滝沢市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱に関し議決を

求めることについて  

 

日程第６   事務報告１ 滝沢市議会６月会議について  

      



教　育　長　事　務　報　告　書

令和3年6月28日

月　　日 曜 事　　　　　　　　　　　　　　項 場　　　　所

5月21日 金 学校訪問⑤ 姥屋敷小中学校、柳沢小中学校

5月23日 日 滝沢中学校体育祭訪問 滝沢中学校

5月24日 月 学校訪問⑥ 滝沢第二中学校

5月25日 火 コロナ交付金事業検討会議 庁内

5月26日 水 学校訪問⑦ 滝沢南中学校、滝沢中央小学校

5月27日 木 市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 庁内

5月28日 金 学校訪問⑧ 一本木小学校、一本木中学校

〃 〃
青少年赤十字岩手県指導者協議会滝沢市地区会設
立会

篠木小学校

5月31日 月 学校訪問⑨ 鵜飼小学校

〃 〃 滝沢ライオンズクラブ植栽事業 滝沢中央小学校

6月1日 火 第1回市就学指導委員会 庁内

6月8日 火 教育長ヒアリング 庁内

6月9日 水 第３回校長会議、校長会研修会 滝沢第二小学校

〃 〃 市PTA連絡協議会第1回理事会 滝沢中央小学校

6月10日 木 議会全員協議会 庁内

6月13日 日 職員採用試験面接 庁内

6月14日 月
特別支援教育コーディネーター研修会兼幼保小中連
携研修会

滝沢ふるさと交流館

6月16日 水 オリンピック聖火リレー 滝沢ニュータウン

6月17日 木 市議会６月会議 庁内

6月19日
～20日

土～日 岩手地区中学校総合体育大会 市内、盛岡市、八幡平市

6月21日
～23日

月～水 市議会６月会議（一般質問） 庁内

6月22日 火 議会全員協議会 庁内

6月25日 金 市議会６月会議（議案審議） 庁内

〃 〃 市教育研究会全体研究会 市総合公園体育館

6月27日 日 県中学校通信陸上競技大会 県営運動公園陸上競技場

6月28日 月 第１回総合教育会議 庁内

〃 〃 第３回教育委員会議 庁内



議案第 １ 号  

 

滝沢市いじめ防止等対策協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて  

 

 滝沢市いじめ防止等対策協議会設置条例（平成２７年条例第３号）第３条及び第４条の

規定により、次のとおり滝沢市いじめ防止等対策協議会委員を委嘱することについて、議

決を求める。  

 

 委嘱（任期  令和３年７月１日～令和５年６月３０日）  

氏名  所属・役職  根拠条文  備考  

別紙のとおり  

 

令和３年６月２８日提出  

 

滝沢市教育委員会教育長 熊 谷 雅 英  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由  

令和３年６月３０日をもって任期満了のため新たに委嘱するものである。これが、この

議案を提出する理由である。  



氏　　　名 所属・役職 根拠条文 備　　考 新再の別

1 望　月　亮　一 盛岡地方法務局　人権擁護課　課長 第3条2(1) 関係行政機関の職員 再任

2 西　崎　裕　永
岩手県福祉総合相談センター
　児童女性部児童相談第二課　課長

第3条2(1) 関係行政機関の職員 新任

3 大　槻　　　勝 盛岡西警察署　生活安全課　課長 第3条2(1) 関係行政機関の職員 新任

4 太　田　厚　子 盛岡教育事務所　在学青少年指導員 第3条2(1) 関係行政機関の職員 新任

5 中　村　美以子 滝沢市立鵜飼小学校　校長 第3条2(2)
学校教育の関係者
　（小学校長）

新任

6 藤　澤　英　輝 滝沢市立滝沢中学校　校長 第3条2(2)
学校教育の関係者
　（中学校長）

新任

7 佐々木　則　子 元村保育園　園長 第3条2(2)
学校教育の関係者
　（市内幼稚園・保育園長）

再任

8 岡　崎　久美子
滝沢市ＰＴＡ連絡協議会　会長
　(滝沢中央小ＰＴＡ会長）

第3条2(3)
児童・生徒の保護者
　（小学校ＰＴＡ）

新任

9 吉　田　友　彦
滝沢市ＰＴＡ連絡協議会　監事
　(一本木中ＰＴＡ会長）

第3条2(3)
児童・生徒の保護者
　（中学校ＰＴＡ）

再任

10 大　西　洋　悦 盛岡大学文学部児童教育学科　教授　 第3条2(4) 学識経験者（大学教員） 再任

11 加　藤　孔　子 岩手大学教職大学院　特命教授　 第3条2(4) 学識経験者（大学教員） 新任

12 嶋　野　重　行 盛岡大学短期大学部幼児教育科　教授 第3条2(4) 学識経験者（大学教員） 新任

13 天　間　正　継 高橋法律事務所　弁護士 第3条2(4) 学識経験者（弁護士） 新任

14 山　口　淑　子 医療法人山口クリニック　院長 第3条2(4) 学識経験者（医師） 再任

15 春　日　菜穂美 盛岡大学文学部児童教育学科　教授 第3条2(4) 学識経験者（臨床心理士） 再任

16 砂　田　麻　子 岩手県社会福祉士会　社会福祉士 第3条2(4) 学識経験者（社会福祉士） 新任

17 田　村　真　弓 滝沢市健康福祉部児童福祉課　課長 第3条2(5) 本市の職員（関係課） 再任

18 川　村　喜　直 滝沢市市民環境部防災防犯課　主任主査 第3条2(5) 本市の職員（関係課） 新任

令和３年度滝沢市いじめ防止等対策協議会委員

任期R3.7.1～R5.6.30



議案第 ２ 号  

 

滝沢市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱に関し議決を求めることについ

て  

 

滝沢市立学校給食センター設置条例（昭和５９年滝沢村条例第８号）第６条の規定によ

り、次のとおり滝沢市立学校給食センター運営委員会委員を委嘱することについて、議決

を求める。  

 

委嘱（任期 令和３年７月１日～令和４年６月３０日）  

氏     名  職       名  新再の別  

別紙のとおり  

 

令和３年６月２８日提出  

 

滝沢市教育委員会教育長   熊 谷 雅 英  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由  

令和３年６月３０日をもって任期満了のため新たに委嘱するものである。これが、この

議案を提出する理由である。  



番号 氏　　名 　職　　　　　　名 新再の別

1 市村　康之 篠木小学校長 新任

2 田村　敦子 姥屋敷小中学校長 新任

3 山本　一平 柳沢小中学校長 新任

4 佐藤　 均　 滝沢東小学校長 新任

5 榊原　世士 滝沢南中学校長 新任

6 三浦　猛雄
滝沢第二中学校長
（滝沢市小中学校長会会長）

再任

7 菊池　千賀子 一本木中学校長 新任

8 佐藤　正和 滝沢小学校ＰＴＡ会長 新任

9 白澤　仁 滝沢第二小学校ＰＴＡ会長 再任

10 長瀬　怜子 鵜飼小学校ＰＴＡ会長 新任

11 深澤　千春 一本木小学校ＰＴＡ会長 新任

12 岡崎　久美子
滝沢中央小学校ＰＴＡ会長
（滝沢市ＰＴＡ連絡協議会会長）

新任

13 山内　大輔 滝沢中学校ＰＴＡ会長 新任

14 山下　金吾 滝沢市民生児童委員連絡協議会会長 再任

15 中村　文雄 滝沢市民生児童委員連絡協議会副会長 再任

16 太野　忍 滝沢市民生児童委員連絡協議会副会長 再任

17 齊藤　静子 滝沢南部主任児童委員 再任

18 葛巻　亮子 滝沢中部主任児童委員 再任

19 伊藤　紀子 滝沢北部主任児童委員 再任

滝沢市立学校給食センター運営委員会委員名簿

（任期：令和３年７月１日～令和４年６月３０日）


